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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
マグネシウム又はマグネシウム合金を基材とし、所望の構造形状に成形されてなるＭｇ基
構造部材であって、
前記基材の表面がアパタイト結晶を主成分とする皮膜により覆われており、
前記皮膜と基材とが水酸化マグネシウム層を介して一体化されてなり、
前記皮膜の厚さが１～５μｍであることを特徴とするＭｇ基構造部材。
【請求項２】
請求項１に記載のＭｇ基構造部材において、前記皮膜の表面が、樹脂塗料により塗装され
てなることを特徴とするＭｇ基構造部材。
【請求項３】
請求項１又は２に記載のＭｇ基構造部材の製造方法であって、
所望の形状に成形された前記基材を、リン酸イオンおよび過飽和状態で溶解している非塩
化物系カルシウムイオンを含む水溶液中に浸漬して、前記基材の表面にアパタイト結晶を
主成分とする皮膜を析出させることを特徴とするＭｇ基構造部材の製造方法。
【請求項４】
請求項３に記載のＭｇ基構造部材の製造方法において、
前記水溶液のカルシウムイオンはカルシウムキレート化合物の溶解により得られたもので
あることを特徴とするＭｇ基構造部材の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車などの輸送機器の部材、携帯電話、テレビなどのＩＴ機器、家電製品
の筐体等の所望の構造形状に形成されたマグネシウムおよびマグネシウム合金からなるＭ
ｇ基構造部材に関し、より詳しくは、その耐食性の向上に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　マグネシウム合金は比強度が高く資源が豊富であることから、自動車や航空機の燃費を
向上するための軽量化部材としての応用が検討されている。また、プラスチックよりも強
度や電磁波遮蔽効果が高いことから、携帯電話やパソコン、テレビなどをはじめとするＩ
Ｔ機器や家電品の筺体に利用されている。これらの部材には、多様な環境での高い耐食性
が必要である。　
　一方、マグネシウムは化学的に活性な物質であるために、特に塩化物イオンを含む酸性
・中性環境での耐食性が低いという欠点がある。輸送機器や家電製品は、塩化物イオンを
含む雨や海水の飛沫や人の汗に曝される。このため、高耐食性皮膜の形成と、部材によっ
ては高耐食性皮膜に加えて塗装が必要とされている。
　従来のマグネシウム材の耐食性改善のための皮膜は、クロム、マンガンやフッ素などの
環境負荷が高い元素を含むものが主流である。このため、製造工程での環境負荷が小さく
、使用中の環境への安全性も高い元素で構成されている耐食性皮膜が求められている。
　リン酸を主成分とする環境負荷の低い元素で構成されている溶液中での陽極酸化により
形成した高耐食性皮膜（特許文献１）の報告もあるが、陽極酸化は消費電力量が大きいと
いう欠点がある。
　また、リン酸、マンガン酸および酸化カルシウムを含む化成処理溶液および陽極酸化用
電解液が開発されており（特許文献１～５）、製造された皮膜は高い耐食性および塗料と
の密着性を示している。しかし、マンガン酸は廃液処理が必要な物質であることから、さ
らに環境負荷の低い耐食性皮膜およびその製造方法が望まれている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、このような実情に鑑み、環境に安全な元素で構成された耐食性皮膜を有する
Ｍｇ基構造部材を提供することを目的とする。また、その製造方法においても製造工程で
の環境負荷が低いものを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
本発明は、上記目的を達成するために、環境負荷が低いリン酸カルシウムの中でも熱力学
的安定性が高いアパタイトを主成分とする皮膜を耐食性膜とすることとした。具体的には
以下の通りである。
発明１のＭｇ基構造部材は、基材の表面がアパタイト結晶を主成分とする皮膜により覆わ
れており、前記皮膜と基材とが水酸化マグネシウム層を介して一体化されてなり、
前記皮膜の厚さが１～５μｍであることを特徴とする。　
発明２は、発明１のＭｇ基構造部材において、前記皮膜の表面が、樹脂塗料により塗装さ
れてなることを特徴とする。
 
【０００５】
発明３は、発明１又は２のＭｇ基構造部材の製造方法であって、所望の形状に成形された
前記基材を、リン酸イオンおよび過飽和状態で溶解している非塩化物系カルシウムイオン
を含む水溶液中に浸漬して、前記基材の表面にアパタイト結晶を主成分とする皮膜を析出
させることを特徴とする。
　発明４は、発明３のＭｇ基構造部材の製造方法において、前記水溶液のカルシウムイオ
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ンはカルシウムキレート化合物の溶解により得られたものであることを特徴とする。
 
【発明の効果】
【０００６】
　アパタイトをはじめとするリン酸カルシウムは、中性環境での溶解度は低く、塩化物イ
オンによる腐食を受けない。アパタイトはリン酸カルシウムがとりうる種類の結晶構造の
中で、熱力学的安定性が高い結晶構造であるため、他のリン酸カルシウムよりも水溶液中
での溶解度が低い。また、リン酸カルシウムは、生体骨の主成分であることが示している
ように、環境負荷の低い元素で構成されている環境安全性の高い材料である。
　以上の特性より、アパタイトをはじめとするリン酸カルシウム、特にアパタイトをマグ
ネシウム表面に析出させることで、低環境負荷の高耐食性マグネシウム材を提供すること
ができる。さらに、アパタイトを主成分とする皮膜の作製を水溶液中で行うことができれ
ば、製造過程の環境負荷を軽減することができる。
　ところが、マグネシウムは、アパタイトの結晶化を阻害する元素であるため、マグネシ
ウム材表面に水溶液中から直接アパタイトを析出させることは不可能とされていたのが従
来技術常識であった。
　本発明は、このような技術常識を打破したものである。
【０００７】
　本発明のマグネシウム材は、アパタイトを主成分とする皮膜が存在することで、マグネ
シウム又はマグネシウム合金の腐食を抑制する効果を有する。
　さらに、本発明の皮膜を有するマグネシウム材は、環境に安全な元素からのみ構成され
るため、マグネシウム材のリサイクル時の環境負荷を軽減する効果も有する。
　また、皮膜作製の溶液を環境に安全な元素のみを含む水溶液とすることで、工場周辺の
環境保全や廃液コストの削減に効果を発する。
　一般にリン酸を含む皮膜は塗料の付着性が高いため、本発明のアパタイト結晶を主成分
とする皮膜には塗料との高い密着性が期待できる。さらに、アパタイト結晶は透明又は白
色の結晶であるため、上塗りする塗料の発色を妨げないという利点も期待できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】試料Ａ～ＤのＸＲＤパターンを示すグラフ。
【図２】試料Ｂの表面の電子顕微鏡写真。
【図３】試料Ｂの断面の電子顕微鏡写真。
【図４】試料Ｃの表面の電子顕微鏡写真。
【図５】試料Ｃの断面の電子顕微鏡写真。
【図６】試料Ｈ、ＩのＸＲＤパターンを示すグラフ。
【図７】試料Ｋ～ＭのＸＲＤパターンを示すグラフ。
【図８】試料Ｈの表面の電子顕微鏡写真。
【図９】試料Ｎ～ＰのＸＲＤパターンを示すグラフ。
【図１０】試料Ｑ～ＴのＸＲＤパターンを示すグラフ。
【図１１】試料Ｕ～ＷのＸＲＤパターンを示すグラフ。
【図１２】試料Ｃの９６時間乾湿繰り返し試験後に、表面処理層および腐食生成物を除去
した表面の写真。
【図１３】試料Ｊの２４時間乾湿繰り返し試験後に、表面処理層および腐食生成物を除去
した表面の写真。
【図１４】試料Ｋの２４時間乾湿繰り返し試験後に、表面処理層および腐食生成物を除去
した表面の写真。
【図１５】研磨まま試料の２４時間乾湿繰り返し試験後に、表面処理層および腐食生成物
を除去した表面の写真。
【図１６】試料Ｃ、Ｊ、Ｋおよび研磨まま試料の３．５ｗｔ％　ＮａＣｌ溶液中でのアノ
ード分極曲線。



(4) JP 5517024 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

【図１７】－１．４５Ｖ（ＳＣＥ）におけるアノード電流密度を示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明のアパタイト結晶を主成分とする皮膜は、処理溶液に含まれるリン酸イオンおよ
びカルシウムイオンがアパタイト結晶として基材表面に析出したものであるため、基材の
組成に依らず作製することができる。したがって、基材の組成は特に限定されず、純マグ
ネシウムであってもよくマグネシウム合金であってもよい。
　本発明の皮膜は、水溶液中への浸漬処理により作製されるため、基材の表面形状が複雑
であってもその影響を受けない。
　本発明の皮膜はアパタイト結晶を主成分としている。浸漬処理条件によっては、基材と
の境界に結晶性Ｍｇ（ＯＨ）２を主成分とする層を有している。熱力学的に安定な結晶構
造であるアパタイト結晶の塩類溶液中での溶解度は非常に低い。さらに、結晶性Ｍｇ（Ｏ
Ｈ）２の溶解度は、マグネシウム材表面に大気中で形成されるアモルファスＭｇ（ＯＨ）

２よりも非常に低い。このために、本発明の皮膜を有するマグネシウム材は、大気酸化皮
膜を有するマグネシウム材に比べて高い耐食性を示すことができる。
　本発明の皮膜を有するマグネシウム材を製造するための表面処理溶液は、カルシウムキ
レート化合物およびリン酸イオンを含むｐＨ５～ｐＨ１３の水溶液である。
【００１０】
　広いｐＨ範囲で高濃度のカルシウムイオンを溶解させることができるカルシウム化合物
としては、ＥＤＴＡ，　ＮＴＡ，　ＨＥＤＴＥ，　アミノポリカルボン酸等のキレートの
カルシウム化合物などが挙げられる。中性付近から酸性の処理溶液であれば、水酸化カル
シウム、硝酸カルシウム、炭酸カルシウム、酢酸カルシウム、リン酸２水素カルシウム、
チオ硫酸カルシウムなどの無機塩を用いることもできる。また、無機塩とともにキレート
剤を加えることで、カルシウムイオン濃度を増加させることもできる。このように、カル
シウム源をキレート化合物にすることで、酸性水溶液中はもとより、アルカリ性水溶液中
においても比較的高濃度のカルシウムイオンを溶解することができる。
　ＥＤＴＡなどのキレート剤を含むアルカリ性水溶液は、酸洗したマグネシウム材表面か
らのスマット除去に用いられることもある（特許文献６）。このため、キレート剤濃度が
高いと、基材マグネシウム表面が荒れる傾向がある。例えば、純マグネシウムにおいてＥ
ＤＴＡ濃度が２．５×１０-１　Ｍより高いと、マグネシウム基材表面の荒れが大きくな
り、リン酸カルシウムを主成分とする皮膜が均質に表面を覆えなかった。
　一方、キレート剤の存在により、皮膜形成と併行して基材表面の脱脂および離型剤、酸
化皮膜やスマットの除去を進めるため、形成される皮膜中の不純物が軽減できることが期
待される。
【００１１】
　処理溶液を構成する無機リン酸塩としては、リン酸２水素カリウム、リン酸水素２ナト
リウム、リン酸２水素アンモニウム、リン酸水素２アンモニウム、リン酸１水素カルシウ
ムなどの種々のアルカリ塩、アンモニウム塩、アルカリ土類オルト２水素塩などが挙げら
れる。
　カルシウム塩およびリン酸塩濃度が５×１０-４Ｍ未満であると、アパタイト結晶の析
出速度が非常に小さくなる傾向がみられた。この場合は、浸漬時間を長くする必要が生じ
てしまう。
　上記のカルシウム化合物および無機リン酸塩より調整した処理溶液のｐＨを調整するた
めに、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニアなどのアルカリ性溶液を用いる。
調整するｐＨの範囲はｐＨ５～ｐＨ１３が望ましい。これは、処理溶液に浸漬したマグネ
シウム基材の溶解が起こり、溶解反応によるｐＨ上昇により、マグネシウム基材表面近傍
のｐＨが、アパタイト結晶相が安定なｐＨ７以上になりうるｐＨだからである。ｐＨ１１
以上の水酸化マグネシウムが不溶になるｐＨ範囲においてもアパタイト結晶相が安定なた
め、マグネシウム基材表面にアパタイトを析出させることができる。
【００１２】
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　本発明のアパタイト結晶を主成分とする皮膜の厚さは、１×１０-２μｍ～５×１０１

μｍが好ましい。より好適には１×１０-１μｍ以上、好適には５×１０-１μｍ以上、さ
らに好適には１μｍ以上である。また、より好適には２．５×１０１μｍ以下、１×１０
１μｍ以下、さらには５μｍ以下である。皮膜の厚さが薄すぎると表面を均一に覆うこと
ができずに耐食性が悪くなるおそれがあり、厚すぎると基材表面から剥離しやすくなる。
　本発明のアパタイト結晶を主成分とする皮膜を有するマグネシウム材は、各種の用途に
使用することができる。自動車や２輪車用部品や、携帯電話、パソコン、ビデオカメラな
どの筺体などに使用することができる。
　本発明のアパタイト結晶を主成分とする皮膜を有するマグネシウム材は、処理ままでも
高い耐食性を示すが、さらに耐食性を向上させるために、あるいはマグネシウム材の美観
性を向上させるために、必要に応じて塗装がなされる。塗装に用いる塗料は特に限定され
ず、水系、溶剤系のいずれでもよい。また、塗装方法も特に限定されず、浸漬塗装、スプ
レー塗装、電着塗装など公知のいずれの方法であってもよい。
【実施例１】
【００１３】
　表１に示す、５０ｍＭのＣａ－ＥＤＴＡ／５０ｍＭのＫＨ２ＰＯ４水溶液に対して、０
、１／４０、１／２０もしくは３／４０の１Ｎ　ＮａＯＨ溶液を添加してｐＨを調整した
溶液に、表面を０．１μｍアルミナラッピングフィルムで仕上げた純マグネシウムを基材
として浸漬し、９５℃にて８時間静置し、試料Ａ～Ｄを作製した。
　図１に処理した試料Ａ～ＤのＸＲＤパターンを示す。いずれの試料においても、ヒドロ
キシアパタイト（ＨＡｐ）およびＭｇ（ＯＨ）２　（Ｂｒｕｃｉｔｅ型）のピークが観察
された。処理溶液のｐＨの上昇にともないＨＡｐピーク強度は増加し、Ｍｇ（ＯＨ）２　
（Ｂｒｕｃｉｔｅ）ピーク強度は減少した。
　試料ＢおよびＣの表面および断面の電子顕微鏡写真を図２～５に示す。いずれの試料も
表面をアパタイト結晶が均一に覆っていることが確認された。アパタイトは径１μｍから
１０μｍ程度の板状もしくは針状結晶であった。断面観察、ＥＤＳ分析およびＸＲＤ測定
より、処理皮膜はＣａ、ＰとＯ濃度が高いアパタイト結晶を主成分とする層と、ＯとＭｇ
濃度が高いＭｇ（ＯＨ）２が主成分の境界層で構成されていた。試料ＢのようにＭｇ（Ｏ
Ｈ）２境界層がＳＥＭ観察レベルでは明瞭に観察されないほど薄いか、もしくは存在しな
い試料もあった。 形成された皮膜の厚さを表１に示す。処理溶液のｐＨの上昇にともな
い、厚さが増加する傾向がみられた。
　これらの結果より、処理溶液のｐＨ制御により、アパタイト結晶のサイズや皮膜の厚さ
を制御できることが示された。
【００１４】
【表１】
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【実施例２】
【００１５】
　表２に示す、１Ｎ　ＮａＯＨを１／４０添加してｐＨを調整した５０ｍＭのＣａ－ＥＤ
ＴＡ／５０ｍＭのＫＨ２ＰＯ４水溶液中に、実施例１と同様の表面仕上げをした純マグネ
シウムを基材として浸漬し、９５℃にて２４、９６および１６８時間静置し、試料Ｅ～Ｇ
を作製した。また、表２に示す、１Ｎ　ＮａＯＨを１／２０添加してｐＨを調整した５０
ｍＭのＣａ－ＥＤＴＡ／５０ｍＭのＫＨ２ＰＯ４水溶液中に、実施例１と同様の表面仕上
げをした純マグネシウムを基材として浸漬し、９５℃にて２、４、１６、２４、９６およ
び１６８時間静置し、試料Ｈ～Ｍを作製した。図６にｐＨ７．１～７．４溶液で処理した
試料ＨおよびＩのＸＲＤパターンを、図７にｐＨ７．１～７．４溶液で処理した試料Ｋ～
Ｍの表面のＸＲＤパターンを示す。いずれの処理時間でもＨＡｐのピークが観察され、処
理時間が長い試料ではＭｇ（ＯＨ）２　（Ｂｒｕｃｉｔｅ）のピークも観察された。一方
、処理時間が２時間の試料ＨではＭｇ（ＯＨ）２　（Ｂｒｕｃｉｔｅ）のピークは観察さ
れなかった。
　処理時間の増加に伴いＨＡｐピークは先鋭になり、強度が大きく増加した。Ｍｇ（ＯＨ
）２ピーク強度も処理時間の増加にともない増加した。一方、基材のマグネシウムピーク
強度は、処理時間の増加にともない大きく減少した。ｐＨ６．１～６．５溶液で処理した
試料Ｅ～Ｇにおいてもほぼ同様の結果が得られた。
　試料の断面観察などにより求めた形成された皮膜の厚さを表２に示す。１μｍより薄い
皮膜の厚さは処理時間と皮膜厚さの関係より求めた推測値である。処理時間が２時間と短
い場合でも、図８ に示すようにアパタイト結晶は表面を均一に覆っており、処理時間が
長くなるのにともない、アパタイト結晶層の厚さが増加する傾向がみられた。また、処理
時間が９６時間以上と長い場合では、アパタイト結晶の析出量は増加したが、基材表面か
ら皮膜の一部又は全部が剥離する場合が多かった。
　これらの結果は、処理時間が短くてもアパタイト結晶層を作製できること、および処理
時間を変化することによりアパタイトの結晶の析出量を変化させて膜厚を調整できること
を示している。しかし、処理時間が長すぎて皮膜厚さが５０μｍを超えると皮膜の剥離の
原因になることがわかった。
【００１６】
【表２】

【実施例３】
【００１７】
　表３に示す、２５０ｍＭのＣａ－ＥＤＴＡ／２５０ｍＭのＫＨ２ＰＯ４水溶液に１／４
０、１／２０もしくは３／４０の１Ｎ　ＮａＯＨ溶液を添加してｐＨを調整した溶液中に
、実施例１と同様の表面仕上げをした純マグネシウムを基材として浸漬し、９５℃にて８
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ン濃度は、実施例１および実施例２で使用した溶液の５倍である。
　図９に処理した試料Ｎ～ＰのＸＲＤパターンを示す。いずれの試料においても、ＨＡｐ
のピークが観察された。処理溶液のｐＨの上昇にともない、ＨＡｐピーク強度が増加した
。Ｍｇ（ＯＨ）２　（Ｂｒｕｃｉｔｅ）のピークは試料ＯおよびＰでは観察されたが、処
理溶液のｐＨが比較的低い試料Ｎでは明瞭に観察されなかった。また、試料ＯおよびＰの
Ｍｇ（ＯＨ）２のピークは試料Ａ～Ｄに比較して非常に小さかった。これより、カルシウ
ムイオンおよびリン酸イオン濃度が高い溶液中では、水酸化マグネシウム層は形成されに
くいことが示された。形成された皮膜の厚さを表３に示す。
　実施例１で５０ｍＭのＣａ－ＥＤＴＡ／５０ｍＭのＫＨ２ＰＯ４溶液で処理した表面と
比較すると、ＨＡｐピーク強度は２５０ｍＭの溶液中における方が高い傾向がみられた。
一方、Ｍｇ（ＯＨ）２ピーク強度は、２５０ｍＭの溶液中における方が小さい傾向がみら
れた。
　これらの結果は、処理溶液中のリン酸イオンおよびカルシウムイオン濃度の増加により
、アパタイト結晶の析出量を増加できること、および境界層のＭｇ（ＯＨ）２層の成長を
抑制できることを示している。
【００１８】
【表３】

【実施例４】
【００１９】
　表４に示す、ｐＨを調整した５０ｍＭのＣａ－ＥＤＴＡ／５０ｍＭのＫＨ２ＰＯ４水溶
液中に、表面を０．１μｍアルミナラッピングフィルムで仕上げたＡＺ３１合金、ＡＺ６
１合金、ＡＺ９１合金およびＭｇ－１．０Ａｌ合金を基材として浸漬し、９５℃にて８時
間静置し、試料Ｑ～Ｔを作製した。図１０に試料Ｑ～ＴのＸＲＤパターンを示す。いずれ
の試料でもＨＡｐのピークが観察された。ＡＺ系合金の場合、合金中のＡｌ濃度が増加す
るにともない、ＨＡｐの基材合金に対する相対ピーク強度が増加した。一方、Ｍｇ（ＯＨ
）２　（Ｂｒｕｃｉｔｅ）の明瞭なピークは観察されなかった。これより、基材の種類に
よって水酸化マグネシウム層の形成されやすさが異なることが示された。皮膜の厚さを表
４に示す。基材合金の種類により皮膜の厚さが変化した。
　これより、基材であるマグネシウム合金の組成にかかわらず、本発明の処理により表面
にアパタイト結晶を主成分とする皮膜を形成できることが明らかになった。
【００２０】
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【表４】

【実施例５】
【００２１】
　表５に示すＣａ／Ｐ比をＨＡｐと同様の１．６７になるようにＣａ－ＥＤＴＡおよびＫ
Ｈ２ＰＯ４濃度を決めた水溶液中に、表面を０．１μｍアルミナラッピングフィルムで仕
上げた純マグネシウムを基材として浸漬し、９５℃にて８時間静置し、試料Ｕ～Ｗを作製
した。図１１に試料Ｕ～ＷのＸＲＤパターンを示す。カルシウムイオン濃度が１ｍＭの時
にはＨＡｐ（００２）面に由来するピーク以外は痕跡程度のＨＡｐピークしか現れなかっ
たが、カルシウムイオン濃度の増加にともないＨＡｐピークは増加した。これより、ＨＡ
ｐ結晶化を阻害するマグネシウムが主成分である材料表面にアパタイト結晶を主成分とす
る皮膜を形成するには、処理溶液中のカルシウムイオンおよびリン酸イオン濃度が高い方
がよりよいことが示された。また、カルシウムイオンおよびリン酸イオン濃度が低い試料
ＵおよびＶでは、Ｍｇ（ＯＨ）２の明瞭なピークは得られなかった。これより、水酸化マ
グネシウム層の存在は処理溶液中のカルシウムイオンおよびリン酸イオン濃度に依存する
ことが示された。
【００２２】
【表５】

【実施例６】
【００２３】
　表１および表２に示す、試料Ｃ、Ｊ、Ｋおよび研磨まま試料の表面に１ｇ／ｍ２のＮａ
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Ｃｌを付着させ、室温下で、相対湿度を５５％から９５％、再び５５％に８時間周期にて
制御し、合計９６時間の乾湿繰り返し試験を行った。比較材の研磨試料は、０．１μｍア
ルミナラッピング仕上げの試料である。ここで、１ｇ／ｍ２というＮａＣｌ付着量は海浜
地域でのＮａＣｌ付着量に近く、腐食環境としては非常に過酷である。本試験で腐食がみ
られても、必ずしも実環境で腐食がおこるとは限らない。
　図１２～図１５に９６時間の乾湿繰り返し試験後の試料Ｃ、Ｊ、Ｋおよび研磨まま試料
表面から、表面処理層と腐食生成物を除去した表面の写真を示す。９６時間試験後の試料
ＣおよびＫでは端の方に小さな糸状腐食が発生していたが、試料Ｊでは顕著な腐食はみら
れなかった。一方、研磨まま試料はほぼ全面が糸状腐食に覆われていた。これより、本発
明における表面処理により、大気腐食に対する耐食性が十分に得られることが明らかにな
った。また、５μｍよりも薄い皮膜でも、十分な耐食性を示すことがわかった。
【実施例７】
【００２４】
　表１および表２に示す、試料Ｃ、Ｊ、Ｋおよび研磨まま試料を、室温の３．５ｗｔ％　
ＮａＣｌ溶液中でアノード分極した。ＮａＣｌ濃度３．５ｗｔ％は、海水と同等の塩類濃
度である。試料Ｃ、Ｊ，Ｋおよび研磨まま試料の分極曲線を図１６に示す。電位－１．４
５Ｖ（ＳＣＥ）におけるアノード電流密度を図１７および表６にまとめる。研磨まま試料
は分極開始直後から急激に電流密度が増加し、１０ｍＡ／ｃｍ２より大きなアノード電流
密度を示したのに対し、本発明の皮膜を有するマグネシウム材は腐食電位付近に数十ｍＶ
の電位幅の疑似不働態域が存在し、皮膜破壊による電流密度の急激な増加が起こった後も
、１ｍＡ／ｃｍ２よりも低い電流密度を示した。
　これらの結果より、海水と同等の濃度のＮａＣｌを含む水溶液中であっても、本発明の
皮膜を有するマグネシウム材は高い耐食性を示すことが明らかになった。また、水溶液中
での腐食に対しては、皮膜が厚い方が高い耐食性を示すことがわかった。
【００２５】
【表６】

【実施例８】
【００２６】
　表１および表２に示す、試料Ｈ、Ｉ、Ｃおよび研磨まま試料表面に水性エポキシ塗料を
塗布し、クロスカット試験(JIS K 5600―5―6)を行った。ＪＩＳ規格の分類法にのっとっ
て、塗装の剥離の割合を評価した。試験結果を表７にまとめる。研磨まま表面の結果が分
類３であったのに対し、試料Ｉの結果は分類２であった。本発明の皮膜の存在により、塗
料との付着性が向上することが明らかとなった。また、水性エポキシ塗料との付着性は皮
膜の厚さに依存し、１から２μｍが望ましいことが示された。
【００２７】
【表７】
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